
 

未来形（will）のまとめ 

基本 

１ 未来を表す英語   

① I will の短縮形を書きなさい。           I’ll     

 

② 次の日本語の意味を表すように，（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 私たちは明日，父を手伝うつもりです。 （  will  /  our father  /  tomorrow  /  help  /  we  / .  ） 

 
We will help our father tomorrow. 

 

③ 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） I will play baseball tomorrow. （日本語に） 私は明日野球をするつもりです。 

（２） 私は次の日曜日に，公園で走るつもりです。 （英語に） I will run in the park next Sunday. 

（３） 彼は明日テレビを見るでしょう。 （英語に） He will watch TV tomorrow. 

（４） I study English.  （tomorrow を加えて） I will study English tomorrow. 

（５） She plays soccer.  （未来を表す文に） She will play soccer. 

（６） He goes to Kyoto.  （「来週」という意味を加えて） He will go to Kyoto next week. 

 

２ 未来・否定文   

① will not の短縮形を書きなさい。           won’t     

② 次の文を否定文に書きかえなさい。 

 I will play games tomorrow. I will not play games tomorrow. 

 

３ 未来・疑問文   

① 次の文を疑問文に書きかえなさい。 

 She will come to Japan. Will she come to Japan ? 

                

② 次の会話を英語で書きなさい。 

（質 問） スミス先生（Mr. Smith）は明日ここへ来るでしょうか。 

 
Will Mr. Smith come here tomorrow ? 

（答え１） はい，来るでしょう。 Yes, he will.  

（答え２） いいえ，来ないでしょう。 No, he will not.  （ No, he won’t. ） 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） My brother studies hard. （ 未来を表す文に ） 

 
My brother will study hard. 

  
（２） He will stay in Canada. （ 下線部をたすねる疑問文に ） 

 
Where will he stay ? 

  
（３） She will practice tennis next Sunday. （ 下線部をたすねる疑問文に ） 

 
When will she practice tennis ? 

  
（４） The concert will start at five o’clock. （ 下線部をたすねる疑問文に ） 

 
What time will the concert start ? 

  
 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私の妹は，今日の午後，宿題をするでしょう。 

 
My sister will do her homework this afternoon. 

  
（２） 私はこの夏に，家族と沖縄へ行くつもりです。 

 
I will go to Okinawa with my family this summer. 

  
（３） 私は高校でとても一生懸命に勉強するつもりです。 

 
I will study very hard in high school. 

  
 

問題３  各組の文がほぼ同じ内容になるように，      に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） I will study at the library tomorrow. 

    I’m     going       to   study at the library tomorrow. 
 

（２） Will she come back to Japan next month ? 

      Is   she     going       to   come back to Japan next month ? 

 

問題４  次の会話の     に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  A ： Will Lisa and Mary come to this park ? 

 B ： No,     they         won’t     . 
   

（２） A ： Will it be sunny tomorrow ? 

 B ：     No     , it     won’t     .    It will be rainy. 

 

問題５  次の文の下線部を tomorrow にかえて書きかえなさい。 

 It is rainy today. It will be rainy tomorrow. 



 

基本 解答 

１ 未来を表す英語   

① I will の短縮形を書きなさい。           I’ll     

 

② 次の日本語の意味を表すように，（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 私たちは明日，父を手伝うつもりです。 （  will  /  our father  /  tomorrow  /  help  /  we  / .  ） 

 
We will help our father tomorrow. 

 

③ 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） I will play baseball tomorrow. （日本語に） 私は明日野球をするつもりです。 

（２） 私は次の日曜日に，公園で走るつもりです。 （英語に） I will run in the park next Sunday. 

（３） 彼は明日テレビを見るでしょう。 （英語に） He will watch TV tomorrow. 

（４） I study English.  （tomorrow を加えて） I will study English tomorrow. 

（５） She plays soccer.  （未来を表す文に） She will play soccer. 

（６） He goes to Kyoto.  （「来週」という意味を加えて） He will go to Kyoto next week. 

 

２ 未来・否定文   

① will not の短縮形を書きなさい。           won’t     

② 次の文を否定文に書きかえなさい。 

 I will play games tomorrow. I will not play games tomorrow. 

 

３ 未来・疑問文   

① 次の文を疑問文に書きかえなさい。 

 She will come to Japan. Will she come to Japan ? 

                

② 次の会話を英語で書きなさい。 

（質 問） スミス先生（Mr. Smith）は明日ここへ来るでしょうか。 

 
Will Mr. Smith come here tomorrow ? 

（答え１） はい，来るでしょう。 Yes, he will.  

（答え２） いいえ，来ないでしょう。 No, he will not.  （ No, he won’t. ） 



 

発展 解答 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） My brother studies hard. （ 未来を表す文に ） 

 
My brother will study hard. 

  
（２） He will stay in Canada. （ 下線部をたすねる疑問文に ） 

 
Where will he stay ? 

  
（３） She will practice tennis next Sunday. （ 下線部をたすねる疑問文に ） 

 
When will she practice tennis ? 

  
（４） The concert will start at five o’clock. （ 下線部をたすねる疑問文に ） 

 
What time will the concert start ? 

  
 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私の妹は，今日の午後，宿題をするでしょう。 

 
My sister will do her homework this afternoon. 

  
（２） 私はこの夏に，家族と沖縄へ行くつもりです。 

 
I will go to Okinawa with my family this summer. 

  
（３） 私は高校でとても一生懸命に勉強するつもりです。 

 
I will study very hard in high school. 

  
 

問題３  各組の文がほぼ同じ内容になるように，      に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） I will study at the library tomorrow. 

    I’m     going       to   study at the library tomorrow. 

（２） Will she come back to Japan next month ? 

      Is   she     going       to   come back to Japan next month ? 

 

問題４  次の会話の     に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  A ： Will Lisa and Mary come to this park ? 

 B ： No,     they         won’t     . 

（２） A ： Will it be sunny tomorrow ? 

 B ：     No     , it     won’t     .    It will be rainy. 

 

問題５  次の文の下線部を tomorrow にかえて書きかえなさい。 

 It is rainy today. It will be rainy tomorrow. 

 


